
日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

201　301
401　501

小中高特 初任者（１期）

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（１期）

214　314 小中 栄養教諭新規採用者（１期）

417　517 高特 実習助手新規採用者（１期）

518 特 寄宿舎指導員新規採用者（１期）

5 木 ＯＰ２ オープン みんなで楽しむ天体観測　１回

11 水 その他
高等学校・特別支援学校　地区別初任者研修・中堅教諭等
資質向上研修実施校校長等連絡協議会

12 木 その他
幼稚園・小学校・中学校　地区別初任者研修・中堅教諭等資
質向上研修実施校校長等連絡協議会（岩国地区・厚狭地区）

岩国地区　岩国総合庁舎
厚狭地区　宇部市文化会館

ＯＰ２ オープン みんなで楽しむ天体観測　２回

その他
幼稚園・小学校・中学校　地区別初任者研修・中堅教諭等資
質向上研修実施校校長等連絡協議会（周南地区・防府地区）

周南地区　周南総合庁舎
防府地区　山口県セミナーパーク

16 月 その他
幼稚園・小学校・中学校　地区別初任者研修・中堅教諭等資
質向上研修実施校校長等連絡協議会（柳井地区・萩地区）

柳井地区　柳井総合庁舎
萩地区　　 萩総合庁舎

18 水 630 教 教育委員会事務局新任職員等

19 木 その他
養護教諭・栄養教諭等　地区別初任者研修・中堅教諭等資
質向上研修実施校校長等連絡協議会

26 木 219　319 小中 新規採用事務職員課程（１期）

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

9 水 101 幼 新規採用教員（１期）

219　319 小中 新規採用事務職員課程（２期宿泊）

その他 高等学校等生徒指導研修会

201　301
401　501

小中高特 初任者（２期）

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（２期）

214　314 小中 栄養教諭新規採用者（２期）

417　517 高特 実習助手新規採用者（２期）

518 特 寄宿舎指導員新規採用者（２期）

219　319 小中 新規採用事務職員課程（２期宿泊）

14 月 201 小 初任者（２期） 山口きらら博記念公園水泳プール

214　314 小中 栄養教諭新規採用者（２期）

その他 養護教諭指導員等研修会

17 木
210　310
410　510

小中高特 新任校長・副校長

18 金
210　310
410　510

小中高特 新任校長・副校長

22 火 222　322 小中 事務職員新任事務長課程 山口県庁

201　301 小中 初任者（３期地区別）（岩国・柳井） 調整中

665 教 社会教育主事等

ＳＳ２ スキル 基礎から学ぶ複式学級の授業づくり

ＳＳ５ スキル 体験してみよう！ＩＣＴを活用した遠隔授業

その他
幼児期からの特別支援教育研修会
－子どもの育ちや学びをつなごう！－

29 火 201　301 小中 初任者（３期地区別）（厚狭・萩） 調整中

校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

2 月

４月

25

金

金

15 火

26 土

木10

県庁又は関係市町教育委員会

５月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

11

平成３０年度　研修講座カレンダー

13 金



平成３０年度　研修講座カレンダー

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

227　327 小中 初めて特別支援学級を担当する教員

201　301 小中 初任者（３期地区別）（周南・山口） 調整中

209　309
409　509

小中高特 新任教頭・部主事（１期）

201　301 小中 初任者（３期地区別）（下松・光・防府） 調整中

6 水
223　323
423　523

小中高特 教務主任

107 幼 中堅教諭等資質向上（１期）

207　307
407　507

小中高特 中堅教諭等資質向上Ⅰ（１期）

213　313
413　513

小中高特 中堅養護教諭資質向上Ⅰ（１期）

216　316
416　516

小中高特 中堅栄養教諭等資質向上（１期）

101 幼 新規採用教員（２期）

401 高 初任者（３期会場校）
東部　山口県立岩国商業高等学校
西部　山口県立大津緑洋高等学校（日置校舎）

12 火
302　402

502
中高特 フォローアップ（２年次）（１期）

13 水
224　324
424　524

小中高特 学年主任

14 木 202 小 フォローアップ（２年次）（１期）

15 金 501 特 初任者（３期会場校） 山口県立山口総合支援学校

226　326
426　526

小中高特 生徒指導主任

135　235
335　435

535
幼小中高特 「チームとしての学校」づくり（西部）

221　321 小中 事務職員主任主事課程（西部）（１期）

225　325
425　525

小中高特 保健主任

134　234
334　434

534
幼小中高特 「チームとしての学校」づくり（東部） 下松市地域交流センター

221　321 小中 事務職員主任主事課程（東部）（１期） 下松市地域交流センター

331　431
531

中高特
主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり推進（リー
ダー養成）（１期）

その他 教育力向上指導員研修会

21 木 その他 生徒指導総合講座 山口県立山口総合支援学校みほり分校

233　333
433　542

小中高特 これから求められる情報教育推進（リーダー養成）（１期）

その他 生徒指導総合講座
山口県立育成学校　育成館
（山口市立大内中学校氷上分校）

25 月
252　352

552
小中特 考え、議論する道徳授業づくり

348　548 中特 深い学びにつなげる理科（第１分野）観察、実験

253　353
453　553

小中高特 チーム学校で取り組む教育相談

232　332
432

小中高
みんなで取り組む!特別支援教育の視点を踏まえた学級づく
り・授業づくり推進（リーダー養成）（１期）

258　358
458　558

小中高特 授業における基礎的なＩＣＴ活用（6月）

29 金
211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（３期）

7 木

６月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

1 金

5 火

8 金

26 火

18 月

19 火

20 水

22 金

28 木



平成３０年度　研修講座カレンダー

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

3 火 107 幼 中堅教諭等資質向上（２期）

157　257
357

幼小中 通級による指導の充実

666 教 社会教育指導者のための人権教育

6 金 401　501 高特 初任者（４期）

9 月 その他 高等学校等教育相談研修会

10 火
216　316
416　516

小中高特 中堅栄養教諭等資質向上（２期）

417　517 高特 実習助手新規採用者（３期）

518 特 寄宿舎指導員新規採用者（３期）

24 火 201 小 初任者（４期宿泊）

25 水 201 小 初任者（４期宿泊）

201 小 初任者（４期宿泊）

220　320 小中 事務職員中堅主事課程（１期）

201 小 初任者（４期宿泊）

ＯＰ３ オープン プラネタリウムで楽しむ夏の星空　１回

ＯＰ３ オープン プラネタリウムで楽しむ夏の星空　２回

28 土 ＳＳ４ スキル プログラミング教育スタートアップ

30 月 219　319 小中 新規採用事務職員課程（３期宿泊）

301 中 初任者（４期宿泊）

401  501 高特 初任者（５期宿泊）

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（４期宿泊）

247　547 小特 深い学びにつなげる理科授業づくりの基礎

219　319 小中 新規採用事務職員課程（３期宿泊）

26 木

27 金

木

７月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

5

13 金

31 火



平成３０年度　研修講座カレンダー

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

301 中 初任者（４期宿泊）

401  501 高特 初任者（５期宿泊）

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（４期宿泊）

301 中 初任者（４期宿泊）

401  501 高特 初任者（５期宿泊）

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（４期宿泊）

その他 小学校宇宙教育推進〔JAXA・やまぐち宇宙教育推進事業〕

301 中 初任者（４期宿泊）

401  501 高特 初任者（５期宿泊）

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（４期宿泊）

4 土 ＯＰ３ オープン みんなで楽しむ天体観測　３回

6 月 228 小 複式学級担任

246　546 小特 新学習指導要領に対応した外国語活動・外国語科

259　359
459　559

小中高特 授業における基礎的なＩＣＴ活用(8月）

136　236
336　436

536
幼小中高特 生徒指導上の学校危機に備えるリスクマネジメント

256　356
556

小中特 専門性を高める特別支援学校等教職員

ＯＰ１ オープン 夏休み子ども科学工作　サイエンスアドベンチャー　1回・2回

221　321 小中 事務職員主任主事課程（２期）

220　320 小中 事務職員中堅主事課程（２期）

ＯＰ２ オープン みんなで楽しむ天体観測　４回

17 金
216　316
416　516

小中高特 中堅栄養教諭等資質向上（３期）

107 幼 中堅教諭等資質向上（３期）

207　307
407　507

小中高特 中堅教諭等資質向上Ⅰ（２期）

213　313
413　513

小中高特 中堅養護教諭資質向上Ⅰ（２期）

262　362
462　562

小中高特 今日から始める不登校対応

101 幼 新規採用教員（３期宿泊）

349　549 中特 深い学びにつなげる理科（第２分野）観察、実験

101 幼 新規採用教員（３期宿泊）

244　544 小特 生活の営みに係る見方・考え方を育てる家庭科授業づくり

101 幼 新規採用教員（３期宿泊）

340　440
540

中高特
歴史的見方・考え方を働かせて考察する力を育てる社会科・
地理歴史科〔中・高連携講座〕

101 幼 新規採用教員（３期宿泊）

154　254
354　454

幼小中高 発達障害のある幼児児童生徒の教育

27 月 238　538 小特 目的や意図に応じて書く力を育てる国語科授業づくり

216　316
416　516

小中高特 中堅栄養教諭等資質向上（４期）

237　337
437　537

小中高特
「社会に開かれた教育課程」を実現するカリキュラム・マネジ
メント

260　360
460　560

小中高特 児童生徒の情報活用の実践力を育むＩＣＴ活用

29 水 241　541 小特
数学的な見方・考え方を働かせる活動の充実を図る算数科
授業づくり

校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

20 月

21 火

23 木

22 水

9 木

3 金

2 木

1 水

8 水

８月

10 金

24 金

28 火



平成３０年度　研修講座カレンダー

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

14 金 501 特 初任者（６期）

20 木
342　442

542
中高特 数学的活動の充実を図る数学科〔中・高連携講座〕

350　450
550

中高特
科学的な見方や考え方を養う理科（第２分野・地学）授業づく
り〔中・高連携講座〕

401 高 初任者（６期会場校）
東部　山口県立山口南総合支援学校
西部　山口県立下関南総合支援学校

25 火
339　439

539
中高特

根拠に基づいて自分の考えを書く力を育てる国語科〔中・高
連携講座〕

345　445
545

中高特
発信力を高め、コミュニケーション能力を育成する外国語科
（英語）〔中・高連携講座〕

264　364
464　564

小中高特 持続可能な社会をめざす環境教育 水産大学校

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

202　302
402　502

小中高特 フォローアップ（２年次）（２期）

209　309
409　509

小中高特 新任教頭・部主事（２期）

3 水
155　255
355　555

幼小中特 実践から学ぶ特別支援学級の授業づくり 山口県立宇部総合支援学校

4 木
203　303
403　503

小中高特 フォローアップ（３年次）

5 金 201　301 小中 初任者（５期地区別）（厚狭・萩） 調整中

9 火 201　301 小中 初任者（５期地区別）（周南・山口） 調整中

211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（５期）

214　314 小中 栄養教諭新規採用者（３期）

215　315
415　515

小中高特 教職経験栄養教諭等（６年次）（研修Ⅱ）

216　316
416　516

小中高特 中堅栄養教諭等資質向上（５期）

107 幼 中堅教諭等資質向上（４期）

501 特 初任者（７期）

201　301 小中 初任者（５期地区別）（防府） 調整中

213　313
413　513

小中高特 中堅養護教諭資質向上Ⅰ（３期）

201　301 小中 初任者（５期地区別）（岩国・柳井） 調整中

17 水
343　443

543
中高特

体育・保健の見方・考え方を働かせる活動の充実を図る保健
体育科授業づくり〔中・高連携講座〕

山口県立小野田高等学校

232　332
432

小中高
みんなで取り組む!特別支援教育の視点を踏まえた学級づく
り・授業づくり推進（リーダー養成）（２期）

229　329
429　529

小中高特 養護教諭実践的指導力向上

ＯＰ２ オープン みんなで楽しむ天体観測　５回

23 火 201　301 小中 初任者（５期地区別）（下松・光） 調整中

25 木 451　551 高特 深い学びにつなげる理科（生物） 山陽小野田市立山口東京理科大学

331　431
531

中高特
主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり推進（リー
ダー養成）（２期）

401 高 初任者（７期会場校）
東部　山口県立光高等学校
西部　山口県立下関西高等学校

校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

１０月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

21

16 火

12 金

９月

2 火

11

19 金

金26

27 木

金

木



平成３０年度　研修講座カレンダー

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

1 木 307　407 中高 中堅教諭等資質向上Ⅰ（３期）

2 金 207　507 小特 中堅教諭等資質向上Ⅰ（３期）

205　305
405　505

小中高特 教職経験教諭（６年次）（研修Ⅱ）

212　312
412　512

小中高特 教職経験養護教諭（６年次）（研修Ⅱ）

9 金 401 高 初任者（８期）

13 火 その他
中学校・高等学校宇宙教育推進〔JAXA・やまぐち宇宙教育推
進事業〕

14 水
263　363
463　563

小中高特 学校におけるコーチング

15 木
261　361
461　561

小中高特 「変わる！」キャリア教育推進

16 金 501 特 初任者（８期会場校） 山口県立岩国総合支援学校

22 木
233　333
433　542

小中高特 これから求められる情報教育推進（リーダー養成）（２期）

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

1 土 SS３　 スキル
基礎から学ぶWindows Server
―バージョンアップへの対応を踏まえて―

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

12 土 SS１ スキル 基礎から学ぶ教育関係法規

16 水 101 幼 新規採用教員（４期）

17 木
207　307
407　507

小中高特 中堅教諭等資質向上Ⅰ（４期）

201　301 小中 初任者（６期）

401　501 高特 初任者（９期）

22 火
211　311
411　511

小中高特 養護教諭新規採用者（６期）

107 幼 中堅教諭等資質向上（５期）

213　313
413　513

小中高特 中堅養護教諭資質向上Ⅰ（４期）

日 曜日 講座番号 校種等 講座名 会場
※記載がない場合は、当センターで実施

1 金 やまぐち教育フォーラム

6 水 ＯＰ２ オープン みんなで楽しむ天体観測　６回

7 木 ＯＰ２ オープン みんなで楽しむ天体観測　７回

校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

１２月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

１月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

8 木

１１月 校種等　幼…幼稚園　小…小学校　中…中学校　高…高等学校　特…特別支援学校　教…教育委員会事務局等
　　　　　スキル…スキルアップ研修　　オープン…オープンセミナー　　その他…その他の研修

18 金

２月

24 木


